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報道関係各位              

2021年 1月 12日 

株式会社 不 二 家 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）より、2021年の不二家洋菓子店の

バレンタイン商品についてご案内します。 

 

 

 全国の不二家洋菓子店にて、2021年 1月下旬よりバレンタインセールを実施します。趣向を凝

らしたチョコレートケーキや不二家ならではのギフトなど、お子様から大人まで楽しめる商品を

ラインアップしました。大切な方やお世話になっている方へ、日頃の気持ちを伝えるシーンにご

活用いただけます。 

 

 

 

 

◆「Sweetie Heart」  

 ホワイトチョコムースとミルクチョコムースを重ね、ビターチョコクリームを入れました。ハ

ート型がかわいい、1個でさまざまなチョコレートを楽しめるスイーツです。 

◆「雪どけショコラ」  

 チョコスフレ生地の上にチョコムースを流し込み、全面をチョコスポンジのそぼろで仕上げた

商品です。粉糖をまぶして、雪が舞っているような見た目に仕上げました。 

◆「3 種のチョコのモンブラン」  

 ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、スイートチョコレートを使ったチョコ好きのた

めのモンブランです。 

 

不二家ならではのバレンタインスイーツをお届け 

不二家洋菓子店 バレンタインセール 

全国の不二家洋菓子店にて、2021年 1月下旬より順次発売 キャンペーンも実施 
スーパーやコンビニエンスストアで取り扱いのバレンタイン菓子商品もご紹介 

NEWS RELEASE 

■さまざまなタイプのチョコレートケーキを揃え、チョコ好きの方にも  

■かわいいハート型ケーキをはじめ、チョコを楽しめるスイーツが勢ぞろい  

＜画像左から＞「Sweetie Heart」 税込 480 円 
          「雪どけショコラ」税込 480円 
          「3種のチョコのモンブラン」税込 390 円    すべて 1 月 22日（金）発売 



 2 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「トゥンカロン 2 個入（チョコ＆あまおう苺）」  

 チョコとあまおう苺クリームをカラフルなマカロン生地でサンドしたかわいらしい太っちょマ

カロンです。ギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。 

◆「窯焼きダブルシュークリーム（ハイカカオチョコレート）」  

 窯焼きシューケースにハイカカオチョコ入りの軽いタイプのチョコカスタードクリーム、その

上にチョコシャンテリークリーム、シャンテリークリームを絞りました。ダイスカットしたハイ

カカオチョコを散らし、見た目と食感にアクセントをつけています。 

 

 

◆「ミルキートリュフ」  

 不二家洋菓子店オリジナルの「ミルキートリュフ」が復活！ 

真っ白な練乳入りホワイトチョコをスイートチョコで包みま

した。少量の洋酒を使用しています。ミルキーの包み紙と同じ

デザインの個装紙でチョコを包んだ、プレゼントにぴったりの

トリュフは 5粒入りと 10粒入りをご用意しました。 

 

 

 

 

 

◆「ペコちゃんハートチョコレート」  

 不二家の人気商品「ハートチョコレート」から、不二家洋菓子店

オリジナル商品が登場。クランチとあまおう苺の 2種類で、チョコ

レートにはペコちゃんのデザインが入っています。気軽だけどかわ

いいチョコなので、義理チョコや友チョコ、自分で食べる用のほか、

お子様が初めて家族にあげるバレンタインチョコとしても。 

 また、ペコちゃんやポコちゃんが描かれた紙袋にクランチとあま

おう苺を詰め合わせたセット商品も登場します。プチギフトとして

さまざまな場面でご活用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ミルキー」やペコちゃんが描かれた不二家らしいギフトも  

「ミルキートリュフ（5粒）」税込 600円 
「ミルキートリュフ（10粒）」税込 1,000円 

ともに 1 月下旬発売予定 

※画像は 5粒入り 

＜画像左上＞「ペコちゃんハートチョコレート（クランチ）」 
＜画像右上＞「ペコちゃんハートチョコレート（あまおう苺）」 
各税込 100円 ※パッケージ絵柄は各 4種類 
 
＜画像下＞「ペコちゃんハートチョコレートセット」税込 300 円 
詰め合わせ内容： 
 ・「ペコちゃんハートチョコレート（クランチ）」1 枚 
 ・「ペコちゃんハートチョコレート（あまおう苺）」1 枚 
※紙袋の絵柄は 2種類 

すべて 1月下旬発売予定 
 

＜画像左から＞ 
「トゥンカロン 2 個入（チョコ＆あまおう苺）」 
1月 22 日（金）発売、税込 550 円 
 
「窯焼きダブルシュークリーム（ハイカカオ 
チョコレート）」 
2月 1 日（月）発売、税込 280 円 

＜トリュフイメージ＞ 

＜表＞ 

＜裏＞ 

＜チョコレートイメージ＞ 
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◆そのほか、そのまま渡せるペコちゃんがかわいいギフト商品も  

 スイーツモチーフとペコちゃん

がパステルカラーで描かれたパッ

ケージの「ペコちゃんプチギフト」

や、ハート型の缶に「ミニハートチ

ョコレート（ピーナッツ）」を詰め合

わせた「ハートチョコレート缶」な

ど、そのまま渡せるかわいいギフト

もご用意しました。用途に合わせて

使い分けできます。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、スーパーやコンビニエンスストアなどでお取り扱い予定の、2021年バレンタイン専用商

品をご案内いたします。友チョコやご家族へのささやかなプレゼントなど、日頃の感謝の気持ち

をそっと伝えるギフトとしても大活躍する不二家バレンタイン商品をぜひお楽しみください。 

※商品によっては、不二家洋菓子店でも一部お取り扱いのある場合がございます。 

商品名 画像 
発 売 日 

（2020年） 

中味仕 様 

/表示内容量 

参考小売価格 * 

/JAN ｺｰﾄﾞ 
備考、商品特長など 

ハートチョコレート 

（ピーナッツ） 

 

12/15 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

/1枚  

税込 87円 

49755404 

バレンタインの定番アイテムとしてお子様から大人

まで幅広い世代に愛されるロングセラー。香ばしい

ピーナッツがぎっしり詰まったハート型のミルクチョコ

レートです。ハートの窓枠にリボンをあしらったパッ

ケージデザインで、気軽なギフトとして活躍します。 

ペコポコラブラブ 

チョコレート 

 

12/15 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

/55ｇ（1枚） 

税込 162円 

4902555268040 

ペコちゃんポコちゃんのイラストが描かれた、いちご

チョコレートとミルクチョコレートの 2 層の大きなチョ

コレートで食べ応えもばっちり。おしゃれしたペコちゃ

んポコちゃんのパッケージデザインは全 2種類。 

アンパンマンパクパク 

なかよしチョコレート 

 

12/15 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

/54ｇ（7粒） 

税込 324円 

4902555268026 

アンパンマンとなかまたちをかたどった、かわいさと

楽しさいっぱいのチョコレート。ミルクチョコレート 6

粒といちご風味のチョコレート 1 粒（ドキンちゃん型

のみ）のアソートです。 

アンパンマン 

ペロペロメルヘンチョコ 

 

12/15 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

/12ｇ×5本 

税込 465円 

4902555168890 

人気のアンパンマンとなかまたち（アンパンマン・ば

いきんまん・ドキンちゃん・メロンパンナちゃん・あか

ちゃんまん）の棒付きチョコレートのアソートです。 

アンパンマン 

ペロペロチョコ BIG 

 

12/15 

ﾁｮｺﾚｰﾄ・ 

準ﾁｮｺﾚｰﾄ 

/42ｇ（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾍﾟ

ﾛﾍﾟﾛﾁｮｺ BIG1

本、ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾁｮｺ

ﾚｰﾄ 2粒） 

税込 270円 

4902555108919 

バレンタイン限定の大きなアンパンマンペロペロチョ

コレートと、アンパンマンチョコレート（2 粒）との詰め

合わせです。リボンをかけたデザインの赤いパッケ

ージはプレゼントにもぴったりです。 

 

*参考小売価格（税込）は小売店の自主的な価格設定を拘束しません。 

 

■2021 年バレンタイン専用菓子新商品  

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV 
 

 

 

＜画像左＞「ペコちゃんプチギフト」※パッケージ絵柄 3種類 各税込 300 円 
       詰め合わせ内容： 「ミニハートチョコレート（ピーナッツ）」3枚、「ミルキー（紅ほっぺ）」7粒 
＜画像右＞「ハートチョコレート缶」絵柄は 2 種類 各税込 500円  
       詰め合わせ内容： 「ミニハートチョコレート（ピーナッツ）」5 枚 

ともに 1 月下旬発売予定 

＜表＞ 

＜裏＞ 
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◆「不二家のケーキで“Smile Switch”キャンペーン」 

 不二家洋菓子店では 1月 22日（金）よ

り、対象商品（ケーキ）を含む税込 1,000

円以上をご購入いただいたレシートを 1

口として応募できるキャンペーンを実施

いたします。 

 

■応募期間： 

2021年 1月 22日（金）～3月 14日（日） 

※3月 14日（日）ご購入のレシートまで

を対象とし、3月 19日（金）の消印まで

を有効とします。 

 

■賞品： 

「Smile Switchサコッシュ」500名様 

「Smile Switchアクリルミラー＆歯ブラ

シセット」500名様 

※各賞品にタレントの肖像は使用してお

りません。 

 

 対象商品など応募の詳細はキャンペー

ンサイトよりご確認いただけます。 

 

 また、1月 22日（金）より、ブランドキャラクターSnow Manが出演するテレビ CM『不二家 

ケーキ Smile Switch篇』（30秒・15秒）を全国でオンエアいたします。ご期待ください。 

 

 

【不二家洋菓子店商品について】 

＊店舗によりお取り扱いのない場合、売切れの場合もございます。 

＊一部の不二家レストランでも販売します。 

＊イートインスペースや不二家レストランでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税

込価格とは異なります。 

 

不二家ウェブサイト    https://www.fujiya-peko.co.jp/ 

バレンタイン特集ページ  https://www.fujiya-peko.co.jp/valentine/ 

＜2021年 1月 12日（火）公開予定＞ 

不二家のケーキで“Smile Switch”キャンペーンサイト 

             https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/cakecp/ 

＜2021年 1月 12日（火）公開予定＞ 

 
お客様お問い合わせ先      株式会社不二家   お客様サービス室 電話：0120-047228 

報道関係者お問い合わせ先  株式会社不二家   広報 IR部広報室 電話：03-5978-8110 

■バレンタイン商品発売に合わせ、キャンペーンを実施  

https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/valentine/
https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/cakecp/

